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女 の 子 と ピ ア ノ

マヘル神父
マヘル神父

先月は、パパ様の福音の喜びの本より引用

トを一緒に弾いているのです。めぐみは只

しました。今月はある面白い話と比喩的な話

「チョプスティックス」を弾いているだけな

をしたいと思います。

のに！

ある女の子めぐみさんは、素晴らしいピア

時々誰でも自分は何も持っていない、そし

ニストになりたいと思っていましたが、彼女

て何の才能もないような気持になるもので

がピアノで弾くことが出来る曲は簡単な「チ

す。でも、その女の子のことについて考えて

ョプスティックス」言う練習曲だけでした。

みてください。彼女が弾くことのできるのは

彼女は弾いても弾いても、その曲だけしか弾

「チョプスティックス」だけでした。誰も「チ

けませんでした。めぐみさんの両親は、やは

ョプスティックス」を聞きたいとは思わなか

り良い先生にきちんと教えてもらうのが良い

った。彼女の両親さえ、迷惑な事だったので

と思いました。もちろん、めぐみさんはとて

す。先生は彼女に弾き続けるように、励まさ

も喜びました。

れました。神様はあなたが何を出来るかをご

めぐみさんと両親が最初のレッスンのため
に先生の大邸宅に着いた時、その家の執事に

存知です。あなたの賜物や才能を神様が創ら
れたのです。

案内された部屋には素晴らしいグランドピア

もちろん誰かと比べると、あなたの賜物や

ノがありました。子供はすぐにピアノに向か

才能は「チョプスティックス」のようである

って行って「チョプスティックス」と言う練

かも知れない。特別なものもではなく、決し

習曲を弾き始ました。彼女の両親は恥ずかし

て大きくもない。しかし、神様はおっしゃい

くて、すぐ辞めさせようとしました。丁度部

ます、
「弾き続けなさい。」そして私の為にピ

屋に入る時、先生は彼女に曲を続けるように

アノベンチをあけておいてと。

と勧めました。それからピアノのベンチの隣
大人の日曜学校・・・・・・・・・２面
に座って熱心に聞きいりました。そして彼は
被災地石巻見聞録・・・・・・・・３面
和音や早い動きやアルペジオを加えて弾き始
信徒総会議事録・・・・・・・４・５面
めました。女の子は、ただ「チョプスティッ

小教区委員会・・・・・・・・・・５面

クス」だけ弾いていました。

パウロの旅・・・・・・・・・・・６面

彼女の両親は耳を疑いました。美しいピア

教会学校のページ・・・・・・・・７面
お知らせ・幼稚園からのお知らせ・８面

ノのデュエットを・・本当に美しいデュエッ
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神様は私達がちっぽけな事しかできなく

＊日曜日のミサの時ベンチに座っている人

てもそれを素晴らしいものにして下さるの

より、こなかった人の事を心配するのは勿体

ですから、神様の為にピアノベンチに場所を

ないことです。持っているタレント（才能）

創りましょう。私達は、積極的な立場から人

を生かして、ないものねだりしないよう

生を観るのは必要だと思います。

に・・・。神様から戴いたタレントを大切に

＊人生を過ごす時、ドーナツの穴より食べる

しましょう。

部分に集中して下さい。

大人の
大人の日曜学校
６月 21 日（日）
、大人の日曜学校(マヘル神父を講師とする) が行われました。これは、
教区ハンドブックの信徒の心得をベースとするものです。記録に完全を期して次号に予定し、
今回は、同ハンドブックで 2015 年版から登場した、「聖なる読書」の部分のみをそのまま
掲載します。

聖なる読書
なる読書（
レクチオ・ディヴィナ）
読書（レクチオ・ディヴィナ）
レクチオ・ディヴィナとは、教会で伝統的に行われている霊的読書のことで、祈りの１つ
の方法として用いることができます。読みものは聖書のほかに、聖人の書きものなどの場合
もあります。個人でも、グループでも行うことができます。
方法
１．祈りの準備：心を落ち着け、神の前に身をおく。
２．テキストを読む（lectio レクチオ） ▲テキスト（聖書など）をゆっくり朗読する。
▲頭で読む：テキストに何が書かれているかを、分らない言葉や表現について解説書などを
参照しながら理解する。▲心で読む：頭で理解したことを、心にしみこませてゆく。ゆっく
りと時間をかけ、自分自身に語りかけられている言葉として聴く。
３．黙想する（meditatio メディタチオ）
▲テキストが自分に語りかけられている言葉をさらに思いめぐらす。▲自分がおかれている
具体的な状況の中で、その言葉は何を語っているのか、福音のメッセージは何か、どのよう
に行動するように招かれているのか等、主と親しく語りながら、テキストを読み、黙想する。
４．観想する（contemplatio コンテンプラチオ）
▲神との対話が進むなかで、次第にテキストを離れて、神の存在そのものを感じる。
▲考えることをやめて、神の愛のなかにとどまる。
５．祈る（oratio オラチオ）
▲受け取ったメッセージへの応答として、感謝の祈りや悔い改めの祈り、願い、嘆き、賛美
の祈り、聖霊の助けを求める祈りなどをささげる。
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被災地石巻見聞記
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赤間地区 三谷

第２のふるさと仙台に行き、その折り、被災地石巻を見て来ました。折しも、仙石線（仙
台と石巻を結ぶ電車）が、４年強を経て開通の２～３日目であり、その点で宮城県～石巻は、
喜びに湧いていました。しかし、石巻の町内の姿には、まだまだ惨憺たるものがありました。

左写真：石巻市内カリタス石巻ベース（仙台
教区管轄）右の道路（写真の右側）に「壁画が描
かれており、数ヶ月に一回、模様替え。今は、
海をデザインした絵画。市民にも親しまれて
います。

＜津波で壊滅した石巻市南部を見下ろす高台、日和山公園から＞
左上写真は北上川の河口。右上写真はその東側。
この北上川から、上流、市街中心地（下写真等）にも津波が押し寄せました。

＜石巻市街地＞
一見、駐車場の多い明るい街と見えますが、
２軒に１軒家が壊されたか、あるいは、商店が並ん
でいても、数軒に一軒しか、営業できていません。
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2015 年信徒総会議事録
１．始めの祈り

２．2014 年度行事報告

４．2014 年度会計報告 会計監査報告

参加数 67 名
３．2015 年度年間行事報告案

５．2015 年度予算案

質疑応答
質疑・外壁工事にかかった費用と営繕費の差額
・建物附属設備取得の支出の明細、旅費交通費の内訳明細
・納骨同献金と営繕費の差額
・１５年度旅費交通費、自動車諸費が高い。内訳内容が分からない。
・教区分担金減額理由。 分担金の支払い方法。
応答 次回、小教区委員会で報告。
外壁工事と雨漏り工事は分けて計上している。
雨漏り工事は建物附属設備取得支出に計上している。
質疑・大きい金額、駐車場献金、納骨堂献金、金額が重複しているのではないか？ その金
額はほんとにあるのか？
応答・お金はちゃんとある。重複はしていない。
質疑・駐車場を利用していない人が、支払いをしているのは、何故か？
応答・事の発端は駐車場代から始まった。月５００円からスタートした。それから、駐車場
を購入しようと言うことで教会を広く集めようという事で信徒みんなに御願いして今に至る。
質疑・駐車場献金のお金（備蓄）は通常会計に含まれる営繕費には入れて欲しくない。特別
会計への新設は望ましい。使い方は？
応答・駐車場献金は、教区指導の項目名で、予算の中に繰み込む。大きな工事があれば、小
教区委員会、信徒総会で話し合う。勝手に使うことはない。
質疑・駐車場献金の返却を求める人の扱いは？
応答・周知徹底する必要がある。この場では決めない。小教区委員会で決めようと思ってい
る。一応、年内（案）とある程度の期間は決める。
質疑・維持費は所得の３％となっているが、社会保険等を差し引いた金額でいいのか？
応答・あなたとイエス様の話し合いでよい。
質疑・もし、今後、土地を買うとなったらどうするのか？
応答・この件は小教区委員会でも話が出た。その時はその時に考える。
総会参加者に
総会参加者に決議を
決議を取った。
った。
◎駐車場献金は
駐車場献金は廃止、
廃止、営繕献金の
営繕献金の新設、
新設、の承認を
承認を得た。
しかし、
しかし、駐車状献金の
駐車状献金の返金内容、
返金内容、営繕献金の
営繕献金の運営内容は
運営内容は、小教区委員会で
小教区委員会で改めて決
めて決める。
める。
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●総会で出た信徒の意見、要望
・信徒総会の資料は分かり易くしてもらいたい。 ・若い人が教会に来るよう何か動こう。
・教区指導のやり方もいいが、小教区は分かり易く予算項目を設定した方がいい。
・今まで総会に出た提案が上がってこない。取り上げて欲しい。
・各グループの代表で話し合いがしたい。 ・各地区の名簿が欲しい。
●納骨堂委員長、宗さんから、納骨堂の件でお話がありました。
平成９年に納骨堂を購入したが、現在、紛失（重複）している。 教会維持費は、１年前
まで払っていた。（事務、馬込さん確認済み）
しかし、納骨堂購入は、馬込さんの台帳に載っていない。
でも、その方の名前で、納骨堂２０万の領収書、２年分の管理費の領収書３枚はある。
今は、納骨堂はちゃんと管理してある。昔は管理が甘かったのではないのか？
当時はどのように許可書、番号、鍵を渡したか。しっかりしてなかったので分からない。
この件は、役員、委員の方にも、協力して頂きたい。皆さんにも知って欲しかった・
濱口会長も知らなかった件なので、後日、返答する。

委 員 会 等 報 告
７月度小教区委員会

2015 年７月分

７月５日

１．前委員会の
前委員会の議事録確認

・駐車場献金の廃止時期

・信徒総会議題確認

一杯までとする

・駐車場献金の廃止と営繕献金について

・新しい営繕積立についての提案（駐車場献金

・総会日程の変更 6 月 14 日(日)

からの移行について）

２．先月の
先月の行事報告
・信徒総会

新設については異論なし
…6 月 14 日(日)

それに伴い返金をどのように行うかを話

・ラバルタ神父追悼 …6 月 14 日(日)
・大人の日曜学校

駐車場献金は 7 月

6 月 21 日(日)

し合ったが、再度検討する
36

５．各委員会・
各委員会・地区から
地区から

名参加

7 月 21 日(火)から 8 月 20 日(木)まで幼稚園

３．これからの活動予定
これからの活動予定

の補修工事を行う

ファミリーキャンプ …7 月 20 日(月)

６．その他
その他

埴生公園 バーベキュー責任者：坂本さん

・大人の日曜学校の日程を早めに教えてほしい

４．議題

・教区からのアンケート内容の報告を教えてほ

・信徒総会の内容について

しい

議事録の確認作業を行い一部手直しする
ことになった

・宣教委員会等で子供の貧困を助ける手伝いを
したい → 次回で再度検討する
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パウロの歩
パウロの歩いた道
いた道
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№12

アテネからコリントへは本当に近い距離でした。私たちはコリントへ行く途中でパウロが
北のテサロニケから逃れてきた時に上陸した港と言われる所に寄りました。ここには、その
ことを記念した教会が建っていましたが今は廃墟でした。昔の遺跡の上に都市があるところ
も見ましたが、コリントは昔の街をそっくり廃墟にしていてアテネ側に大きな町が出来てい
ました。コリント遺跡の後ろには町を守るように壁のような山が取り囲んでいます。この山
の上には、コリントの街を守る砦の跡が広い範囲にあるのが下から見えます。周到に計算さ
れた都市設計で造られています。街の中には商店街跡や会堂や神殿もあり、公衆トイレもあ
りました。この頃、公衆トイレがあるのは大都市だけでした。
もちろん会堂の隅には、ギリシャ各地の聖書関連の遺跡と同じように、使徒言行録の一文
が書かれた石板が掲示してありました。この石板のギリシャ語が読めたら、ここに来た感激
はもっとあっただろうと思ったのを覚えています。
ユダヤ人はすでに栄えている都市に行って、そこに住んで商売をしました。コリントの街
は当時では大都市でした。だからこそパウロはテント屋をしながら長い間滞在して福音宣教
を続けたのでしょう。しかし、大きな町には人がいっぱいいますので、指導者がいなくなる
と教えに対して色々な異論が出てきたのかもしれません。
教えをしっかり伝えてからコリントを去ったのでしょうが、コリントが変なことになって
いるという話が伝わるにつれ心配になったのでしょう。後日、パウロはエフェソからコリン
トへ手紙を出しています。((コリントの信徒
コリントの信徒への
信徒への手紙
への手紙Ⅰ
手紙Ⅰ)
アテネの郊外には、テサロニケから到着した地点があれば、エルサレムへ帰る時に船出を
したケンクレアの海岸もあります。ここにも教会が建っていたのですが、地盤の変動によっ
て教会跡は海の中に沈みかけていて、少しだけの遺構が海岸に残っています。
ギリシャではクレタ島にも行きました。ここはパウロが最後にローマへ連行されるときに
船が一時停泊した「良い港」が島の南側にあります。クレタ島はギリシャ本土より古くから
文明が栄えた島です。有名なトロイ戦争でトロイと戦争をした都市もクレタ島にありました。
この島は紀元前 3000 年前から栄えた島なので、
国立博物館には素晴らしい遺物が展示してあります。ところが、ギリシャの人は働くのが嫌
なのでしょうか。この博物館は 10 時に開館して、15 時には締まっていまいます。ホテル
のそばにあったので、昼食が済んだら直ぐに肥塚神父と二人で博物館に飛び込みました。
私が長い旅をした時には、時々何か変なことが起こることがよくあります。海外の山に行
った時にも二回大事件がありましたが、このギリシャの旅でも大事件がありました。アテネ
からクレタ島に移動するとき急に国内線の空港で検問が厳しくなりました。何かあったのか
と思っていると、ニューヨークでテロ事件が起こっていました。9.11 のテロ事件です。そ
の夜、クレタのホテルで飛行機がビルに突っ込んでいるのをテレビで見ました。
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教 会 学 校 の ペ ー ジ
《高学年クラス
高学年クラス》
クラス》
６月２８日

出席者：野田明日美さん

マルコによる福音 5 章 21 節～41 節を再読し、
信仰について考えました。
イエス様にとって、神様は「助けを求める人を見捨てられず、最後には必
ず救ってくださる方」であり、信仰とは「どんなに苦しい時でもそんな神さ
まに救いを求め続ける事」です。
７月１２日

出席者：野田明日美さん

マルコによる福音６章 7 節～１３節を再読しました。
弟子たちを送り出すイエス様の言葉に秘められた思いを
考えました。不安の中でこそ、神様が一緒にいてください
ます。
パウロがどの地方の、どの人たちに手紙を送ったかを調
べました。

《初聖体クラス
初聖体クラス》
クラス》
６月２８日

出席者：永山楓海さん、山田蓮さん

主の祈り､アヴェ・マリアの祈り､栄唱､回心の祈り､使徒信
条の祈りをしました。
初聖体のテキスト｢イエスさま｣の勉強をしました。
クリスマス・ご復活についての話を聞きました。
７月１２日

出席者：永山楓海さん、山田蓮さん

主の祈り､アヴェ・マリアの祈り､栄唱､回心の祈り､使徒信
条の祈りをしました。
初聖体のテキスト｢つみ｣の勉強をしました。
最後に「アヴェ・マリア」の祈りをしました。
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★第１５回
１５回 北九州平和
北九州平和の
平和の集い★

★特別献金★
特別献金★
６月２８日

２０１５年(
２０１５年(平成２７年)
平成２７年)８月２日

日 時：８月９日(日)

聖ペトロ使徒座への献金

場 所：第１部 各小教区にて
２７，５５０円
第２部 小倉カトリック教会
ネパール大地震救援募金 ５０、２１８円
詳しくは、教会で配られているチラシ
※カリタスジャパンへ送ります
をご覧ください。
ご協力、ありがとうございました。

★特別寄付★
特別寄付★
人
・ひ
と

遠賀地区の樋口峰子様より、ご寄付をいた
だきました。ありがとうございました。

★聖母被昇天のミサ
聖母被昇天のミサ★
のミサ★
日時：８月１５日(土)午前９時 30 分～

【帰天】
帰天】安らかに！
７月１日
◇樋口 清さん (遠賀地区)

水巻聖母幼稚園からのお
水巻聖母幼稚園からのお知
からのお知らせ

夏祭りは盛況のうちに終えることができました。ありがとうございました。
夏休み中、改装の工事を行います。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。
工事中の安全をお祈りください。新しくなる幼稚園もよろしくお願い致します。

☆８月４日は登園日でお
登園日でお誕生会
でお誕生会をします
誕生会をします。
をします。
☆交通安全教室☆
交通安全教室☆
日 時 ： ９月９日(水)
１０時３０分～１１時３０分
※お知り合いの方がおられましたら、お誘い合わせの上、ご来園ください。

お盆の納骨堂について
★納骨堂開館日時
８月１３日(木)・８月１４日(金)・・・午前９時～午後５時
８月１５日(土)・・・・・聖母の被昇天のミサ後～午後５時
★上記の時間に都合が悪い方は、いつでも神父さまにお電話ください。
教会電話番号 093-201-0680
★奉安室のカギを忘れずにお持ちください。

－8－

納骨堂委員会 宗

